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＜論文要旨＞
本稿の目的は、公共サービスの担い手として高い期待の寄せられている NPO に対し、自
治体がどのような支援策を講じているかについて、従来のボランティア支援施策との関連を
踏まえながら課題を明らかにし、今後、この 2 つの支援施策がどのような条件の下に行われ
るのが望ましいかについて検討することである。
本稿では、東京都の自治体が、専門性の高い NPO 支援といった観点から、社会福祉協議
会が設置・運営するボランティアセンター（以下、社協 VC）とは別の仕組みとして、公設
民営方式の市民活動支援センター（以下、支援センター）を創設する動きに着目し、支援セ
ンターが実施する NPO など市民活動支援事業と、社協 VC が実施するボランティア活動支
援事業との関係に照準を当てて自治体の市民活動支援組織の類型化を行い、どの類型が、ど
のような成果を生んでいるかについて分析・考察した。その結果、NPO 支援、ボランティ
ア支援それぞれのもつ特性を踏まえた上で、支援の担い手の専門性に配慮すること、さらに、
事業成果の向上に向けた担い手のインセンティブを高める制度的対応の重要性が示唆された。
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おわりに

はじめに
今日行財政改革を進めている自治体では、NPO など市民活動の振興策はどうあるべきか、
自治体との協働をどう推進していくのかが重要な政策課題となっている。
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1998 年の特定非営利活動促進法（以下、NPO 法とする）以降、認証 NPO 法人数は急速
に増加しているが、こうした NPO は、資金、活動拠点、情報などの面でさまざまな課題を
抱えている場合が多く、協働のパートナーとして自立的に事業に取り組むために、専門的な
コンサルティングや、自治体と NPO の間に立ち、各種公共サービスの需要と供給をコーディ
ネートする中間支援組織の必要性は今後ますます高まることが予想される。こうした中、注
目されるのが、自治体が自ら、専門的・実践的な NPO 支援を視野に、いわゆる、市民活動
支援組織（以下、支援センターとする）を創設する動きである。
しかし、NPO など市民活動支援を行うこうした支援センターと、従前より、いわばボラ
ンティアの中間支援組織の役割を果たしてきた社会福祉協議会（以下、社協とする）が、実
際にどのような関係にあるかは、自治体によってさまざまであり、こうした自治体における
NPO 活動支援やボランティア活動支援の実態を整理・分析することは、今後自治体が幅広
い市民活動をより効果的に支援していく上で重要と考える。ここでいう「効果」とは、
NPO 支援やボランティア支援のプログラムやサービスが、意図した成果をどの程度生み出
しているか評価することを意味する。これまで、自治体の NPO 活動支援施策やボランティ
ア活動支援施策に関する議論はそれぞれ個々に論じられることが多く、これらの施策を体系
的に考察した研究は十分であったとはいえない。
この課題に取り組むにあたって、本稿における概念の整理を行っておきたい。ここでいう
自治体とは、市区町村レベルの自治体を指し、社協とは、市区町村レベルの社会福祉協議会
とする。NPO とは、本来、非営利な公益活動を行う民間団体などを指す幅広い概念であるが、
本稿では、全国社会福祉協議会の定義である、
「一般のボランティア団体には見られない継
続的な事業を行い、そのための組織整備、人材・拠点確保などの体制を整えたもの」を援用
する。また、ボランティア活動とは、従前より社協が中心となって支援してきた、無償性を
基本とする市民の自発的な公益活動とする。市民活動は、こうした地域課題の解決に取り組
む市民のさまざまな有償・無償の公益活動を指し示す幅広い概念である。自治体におけるボ
ランティア活動や NPO 活動に対する支援システムについては、さまざまな構成要素が考え
られるが、本研究は、公的な市民活動支援施策を論点としていることから、自治体、社協、支
援センターなどの制度的要素、ボランティア活動や NPO 活動に対する具体的な支援体制、支
援の担い手、自治体と支援の担い手との関係性の要素からなるシステムと暫定的に定義する。

Ⅰ
1

自治体における市民活動支援施策の変容
ボランティア政策から NPO 政策へ

自治体における市民活動振興政策史上、社協を拠点に展開されてきた公的なボランティア
活動振興政策を「ボランティア政策」と呼ぶとするならば、
「NPO 政策」とは、自治体が開
設する支援センターを拠点に展開される公的な NPO 活動振興政策ということができよう。
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高度経済成長にともなう都市化や少子高齢化の進行により、急激に増加した市民の生活課
題の解決策のひとつとして、国や自治体はボランティア活動に期待を寄せ、社協を対象とし
た、いわゆる、国庫補助事業１を創設、国、都道府県、市区町村の 3 者が多額の助成金を投
入し、ボランティアの需給調整機関として社協 VC の整備・拡充を図っていった。岡本は、
ボランティア政策の中で、最も組織的で規模の大きな施策が、こうした国庫補助事業であっ
たことを指摘している。
80 年代の後半に入ると、ボランティア活動は、福祉領域を越えて様々な領域へと浸透し
ていき、その一方で、有償で在宅サービスを提供する非営利事業体の活動が急速に拡大、90
年代には、こうした市民による有償・無償の公益活動は、市民活動という概念で捉えられる
ようになり、次第に NPO 活動として広がりを見せるようになっていった。
1998 年に成立した NPO 法は、自治体の市民活動振興政策に大きな影響を及ぼすことと
なった。同法の成立以降、法人格をもつ NPO は急激に増加、自治体では、こうした NPO
の自立的な発展に不可欠な実践レベルの支援策の必要性に迫られることとなった。その後、
2012 年 4 月 1 日に施行された「改正特定非営利活動促進法」では、NPO の活動分野の一層
の拡大化が図られるとともに、NPO 認証に関わる行政機関については、内閣府所轄が廃止さ
れ、所轄庁が都道府県又は政令指定都市に一元化されることとなった。また、一定の要件を満
たす NPO 法人に税制上の優遇措置を与える認定 NPO 法人制度が導入され、今後自治体では、
より具体的で実践的な NPO 支援策の必要性がこれまで以上に高まることが予想される。

2

自治体における NPO 活動支援施策
98 年の NPO 法以降、多くの自治体で制定された「市民協働（活動）支援条例」や、そう

した「条例」に沿って開設された支援センターは、
自治体の代表的な NPO 支援施策といえる。
松下や菅原らは、NPO など市民活動の支援・協働に関わるこうした制度的施策が、次の 2
タイプに分かれることを指摘した。
① NPO 支援センターの創設など、
活動拠点の整備や、
情報提供などに重点を置くもの
（育
成・支援重視型）
②経理、税務に関わるマネジメント支援、協働事業の開発やコーディネート・マッチン
グなど実務レベルの支援に重点を置くもの（協働重視型）
このことは、本稿が着目する公設民営方式の支援センターについてもいえる。

3

公設民営方式の市民活動支援組織
自治体における NPO など市民活動の支援組織については、
先に述べた公設の支援センター
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の他にも、民間が設立・運営する、いわゆる、民設民営型、社協 VC がボランティア支援と
NPO 支援の両方を行うものなど、さまざまな設立パターンのものがあり、今日では 300 近
く存在しているが、実際には、こうした支援組織の 7 割以上は自治体が設立するものである。
公設の支援センターの運営については、近年、支援の専門性や先駆性といった観点から、民
間委託という方法が注目され、全国レベルでは 6 割以上が、また、本稿で検討する東京都の
自治体では 7 割近くが、いわゆる、公設民営方式となっている。
＜表 -1 ＞全国の NPO・市民活動支援センターと設立主体

（N=290）

民間

社協

自治体

合計

北海道・東北

15

1

24

40

関東（東京都）

15（6）

4（4）

67（14）

86（24）

北陸

4

0

11

15

中部

7

0

42

49

近畿

14

3

22

39

中国

4

0

13

17

四国

1

1

9

11

九州・沖縄

10

2

21

33

合計

70

11

209

290

＊設立主体が「社協」となっているものについては、社協が VC においてボランティア活
動支援、NPO 活動支援の双方を行っている
＊出所；日本 NPO センターホームページ（2009 年 12 月 21 日現在）より筆者作成
＜表 -2 ＞自治体が設立する NPO・市民活動支援センター（N=209）
公営

民営

合計

全国

76

133

209

東京都

8

21

29

＊出所；全国の支援センター数については、
日本 NPO センターホームペー
ジ（2009 年 12 月 21 日現在）より、筆者算出、また、東京都については、
都庁生活文化部平成 23 年版『支援センター』より筆者算出

こうした公設民営方式の支援センターでは、自治体と支援の担い手（運営主体）の関係性
の様態は、概ね、①補助

②委託

③指定管理の 3 つに集約されることが報告されている。

①は、いうなれば財政援助であり、業務執行のイニシアティブは支援の担い手側に担保さ
れる。補助金の使途については厳しいチェックが入るものの、基本的に、事業実績に対する
検証システムをもたないことから、補助金が渡しきりになっている、あるいは、担い手側に
事業成果向上に向けたインセンティブが働きにくいといったことが指摘されている。
②は、契約の一形態であり、業務執行のイニシアティブは自治体側にあるため、自治体の
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縛りがきついといった指摘がある一方で、業務執行の具体的な方法などについて、担い手の
自由裁量を一定程度担保することも可能であり、適正な事業評価制度を確立することで、担
い手の事業成果の向上に向けたインセンティブを高める可能性も指摘される。
また、③は、2003 年の地方自治法改正により創設された、公の施設の管理・運営に民間
事業者の参画を認める制度であり、近年、同制度によって運営される支援センターも見られ
るようになった。基本的に、業務執行のイニシアティブを指定管理者（支援の担い手）側に
留保するものであるが、その一方で、誰を指定管理者として選定するか、指定管理者が目的
に沿った運営をしているかどうかの評価基準をどのように設定するかといった課題も指摘さ
れている。
実際には、ひとくちに公設民営方式といっても、自治体と支援の担い手の関係性だけでな
く、担い手の特性もさまざまであり２、そうしたことから、提供されるサービスは自治体に
よってかなり異なることが推察される。

Ⅱ

研究の目的と方法

本研究の目的は、今日、公共サービスの担い手、コミュニティビジネスの担い手として高
い期待が寄せられている NPO に対し、自治体がどのような支援策を講じているかについて、
従来のボランティア活動への支援との関連を踏まえながら課題を明らかにし、今後自治体に
よるボランティア活動支援や NPO 活動支援が、どのような条件の下に行われることが望ま
しいかについて検討することである。
自治体がボランティアや NPO など市民活動に対する支援システムを設置しようとする場
合、自治体の基本的方針や、自治体におけるボランティア活動や NPO 活動の位置づけといっ
た要素が重要な意味をもつと考えられる。本稿では、そうしたことを念頭におきつつ、認証
NPO 法人数の増加傾向が顕著な東京都内の自治体が、社協とは別の仕組みとして、支援セ
ンターを創設する動きに着目し、社協 VC と支援センターの両方を設置している 11 の自治
体３を抽出して、社協、支援センター、および、それぞれの行政所管部局を対象としてヒア
リング調査を実施した。さらに、その中から、支援センターを公設民営方式としている自治
体に着目し、当該支援センターが行う NPO など市民活動支援事業と、社協が従前より行っ
てきたボランティア活動支援事業との関係に着目して、自治体の市民活動支援組織の類型化
を行い、それぞれの類型にあてはまる典型的な自治体について、半構造化された質問項目に
沿ってより詳細なヒアリング調査を実施した。NPO の中間支援組織として期待される公設
民営方式の支援センターと、ボランティアの中間支援組織ともいえる社協との関係性に着目
することは、この 2 者が、自治体と協働で幅広い市民活動の育成・支援に携わる代表的な支
援組織でもあることから、今後の自治体によるボランティア支援や NPO 支援のあり方を読
み解く上で、極めて有効と考えられるのである。
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Ⅲ

市民活動支援組織の類型

以上のような作業に基づき、自治体の市民活動支援組織の類型化を行ったところ、以下の
3 つに集約された。

※出所；著者作成
＜図 -1 ＞

市民活動支援組織の類型

第 1 の類型は「社協運営型」である。ボランティア支援組織として長年培ってきたノウハ
ウや地域社会のネットワークを強みとする社協が、VC と支援センターの両方を運営し、無
償性を基本とする従来型のボランティア活動への支援と、自治体が協働パートナーとして高
い期待を寄せる NPO の活動支援を一元的・包括的に行おうとするものである。
第 2 の類型は「支援センター運営型」である。社協の中にあった VC を、新設された支援
センターの中に移行させ、支援センターが両者を一体的に運営し、NPO の活動支援と、ボ
ランティア活動支援の両方を包括的に行うタイプである。
これに対して、第 3 の類型は、
「支援センター・社協棲み分け型」である。社協は従来型
のボランティア支援に特化し、他方、支援センターは、主として有償で公益的な事業に取り
組む NPO の育成・支援に重点的に取り組む。すなわち、この 2 者が、それぞれの得意分野
に従って、支援の対象を明確に棲み分け、いわば分業体制で多様な市民活動に対応していこ
うというものである。
しかし、これら 3 類型についても、実際には様々なタイプが考えられるので、それぞれの
類型の特徴を反映した典型的な自治体に限定して論じる他はない。本稿が対象とした A、B、
C の 3 自治体は、都内自治体の市民活動支援施策の全てをカバーしきれるものではないとし
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ても、それぞれの類型の特徴を反映した典型的な自治体であると判断した。

Ⅳ

調査の概要

1

調査目的と方法
本調査の目的は、先に提示した市民活動支援組織の類型の違いが、公設民営方式の支援セ

ンターの活動性にもたらす違いについて検討することである。
筆者は、第 1 類型に当たる自治体 A、第 2 類型に当たる自治体 B、第 3 類型に当たる自治
体 C のそれぞれについて、社協と支援センター、および、それぞれの行政所管部局を対象
として訪問および電話によるヒアリング調査を実施した。ヒアリング調査にあたっては、①
自治体の基本方針、②支援センターの開設目的と機能、③自治体と支援の担い手の関係性、
④支援センターの「売り」
、⑤支援センターと社協の関係性、⑥支援の担い手の選定方法と
選定理由、⑦行政評価と今後の課題、の 7 点に留意した。ヒアリングの結果、確認が必要と
判断した内容については、後日、メールや電話によって回答を求め、より詳細な補足情報を
得た。調査期間は、2007 年 12 月から 2012 年 5 月まであった。

2

調査結果
筆者は、先ず、この市民活動支援組織の 3 類型のそれぞれについて、ⅰ自治体のどのよう

な方針のもとに設立され（自治体の基本構想）
、ⅱどのような制度によって運営されている
か（制度的特性）
、の 2 つの観点から比較・検討を行った。これについて概略的に整理した
ものを＜表 -3 ＞に記し、解説を加える。
A、B、C のいずれの自治体も、
「市民参加と協働の推進」を標榜し、ボランティア活動や
NPO 活動といった幅広い市民活動を総合的に支援するシステムを構築したといえるが、よ
り詳しく見ていくと、支援センター開設のねらい、支援センターの制度的特性は、自治体に
よってかなり異なっていることが分かる。

2-1

自治体の基本構想

（1）自治体 A
第 1 類型の自治体 A では、早い時期から団塊シニアに照準を当てた生涯学習に精力的に
取り組んでおり、市民活動については、学習体験の成果をまちづくりに活かす場として捉え、
2005 年、生涯学習の拠点、市民による公益的活動の拠点の整備といった観点から支援セン
ターを創設した。翌年には、自治体運営の方針を謳う『基本計画』を策定して、
「市民の参
加と協働による効果・効率的な行財政運営の確立」を強調、ボランティア活動や NPO 活動
を市民のまちづくり活動として同一レベルで捉え、支援センターにおいて包括的・一体的に
支援することとした。2010 年 3 月には、2006 年に発表した『基本計画』が謳う「行政サー
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＜表 -3 ＞自治体の基本構想と市民活動支援システムの制度特性
市民活動支援組織の 3 類型

1. 社協運営型

2. 支援センター運営型

3. 社協・支援センター棲み分け型

典型事例

自治体 A

自治体 B

自治体 C

Ⅰ 自治体の基本構想
『 基 本 計 画 」』（2006 『指針』
（2002 年）
； 『条例』
（2003 年）
；
年）；
・「 新 し い 公 共 」 の ・公共サービスの提供主体の多元化によ
行政の基本的文献；市民 ・参加と協働の推進 実現
る「小さな政府」の実現
活動支援の理念・基本方 による効果・効率的 ・まちづくりへの市 ・NPO 育成・支援による雇用促進と地域
針
な行財政運営の確立 民参加の拡大
経済活性化
・市民活動団体との協働による地域課題
の解決
市民による有償・無 「新しい公共」を担 無償性に基づく公益的な市民活動 / 公共
ボランティ活動 /NPO 活 償のまちづくり参加 う市民による有償・ サービスを担う事業型の市民活動
動の位置づけ
活動
無償のまちづくり活
動
・生涯学習・地域コ
ミュニティ活動の拠
市民活動支援における優 点整備
先課題
・行政サービスの提
供主体の見直し
・民間委託の推進

・市民活動の全域的 ・行政のコスト削減
な拠点の整備
・公共サービス提供を担う事業型 NPO*、
・指定管理を担う自 コミュニティビジネス NPO の育成・支援
立 的 NPO の 育 成・
支援

Ⅱ 市民活動支援システムの制度特性
ボランティア活動・NPO
活動の支援体制
支援組織

一元的・
包括的支援
支援センター
社協

一元的・
包括的支援
支援センター
官製 NPO 法人

多元的・専門的支援
社協（ボランティア 支援センター
活動支援）
（NPO 活動支援）
社協 VC

中 間 支 援 専 門 NPO
法人

福祉；無償性を基本 特になし
とするボランティア
活動の育成・支援
支援の担い手（運営主体）・地域社会における
/ 専 門 分 野 / 選 定 方 法 / 人的ネットワークの
形成
選定事由

無償性を基本とする 事業型 NPO の育成・
福 祉 領 域 の ボ ラ ン 支援
ティア活動支援

公募型プロポーザル 行政処分
方式

公募型プロポーザル
方式

ボランティア支援の 市民自らの手による
ノウハウ、地域社会 市民活動支援
のネットワーク

NPO の 手 に よ る
NPO 支援

自治体と支援組織の協働 補 助 お よ び 委 託 /5
指定管理 /3 年
形態 / 期間
年
行政による事業評価

庁内において年 1 回 庁内において年 1 回
実施
実施

支援センターの主な財源 行政補助金・委託金、 指定管理料、社協委
/ 市民一人当たりの予算 共同募金配分金、社 託金等 /127 円
規模（2011 年度実績）
協 自 主 財 源 等 /184
円

補助 / 定めなし

委託 /1 年
所管局、支援の担い
手の間で毎月実施
行政委託金 /26 円

＊自治体 C では、NPO を「ボランティア型」と「事業型」に分類している
※出所；A、B、C の 3 自治体の市民活動支援に関わる基本的文献、社協 , 公設民営の支援センターの『事業報告書』（平成 18 年度から
平成 23 年度まで）
、および、当該支援センター、社協と、それぞれの行政所管部局を対象に実施したヒアリング調査に基づき筆者作成。
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ビス提供主体の見直し」の推進を図るため、
『協働ガイドブック』を発表、自治体と市民の
協働の領域、協働事業の進め方、協働パートナーの選定などについて広く周知した。
（2）自治体 B
第 2 類型の自治体 B では、増大する公共サービスを全て行政だけで一元的に担うことは
極めて難しいとの認識から、2002 年、
『NPO・ボランティア活動促進指針』
（以下、
『指針』
とする）を策定し、その中で、ボランティア活動、NPO 活動のいずれも、いわゆる、
「新し
い公共」
に不可欠な要素と位置づけた。2004 年には、
市民や有識者などから構成される
「NPO・
ボランティア活動推進委員会」が「協働型の行政展開」の必要性を強調し、市民の自発的な
公益活動は有償・無償に拘わらず、
「中間支援 NPO が一元的・包括的に支援することが望
ましい」との認識から、2005 年、自治体と社協がコンソーシアムを結成、市民活動団体に
専門的な助言を行う場、市民活動団体の分野横断的なネットワークの拠点、指定管理を担う
NPO の育成・支援の場として支援センターを創設した。
（3）自治体 C
第 3 類型の自治体 C では、財政状況が急速に悪化する中、行政コストの削減は喫緊の課
題であり、
「諸々の地域課題はビジネスの手法をもって解決するのが最も望ましい」との認
識から、都内でもいち早く事業型 NPO の育成・支援に向けた取り組みをスタートした。
2003 年には、
『NPO 活動支援センター条例』
（以下、
『条例』とする）を制定するとともに、
公設公営方式の支援センターを開設し、社協 VC とのミッションの違いを明確に打ち出した。
2006 年には、
『NPO 支援の今後の方向性について』を策定し、NPO の個別的・継続的な支
援の必要性を強調、その翌年には、支援の専門性・先駆性といった観点から、それまで公設
公営方式であった支援センターを公設民営方式に移行した。自治体では、NPO 活動を、「ボ
ランティア型」と「事業型」の 2 タイプに分類し、支援センターでは主に事業型 NPO を対
象とした支援事業を行っている。その後、
2010 年には、
『NPO 法人運営ガイドブック』や『コ
ミュニティビジネスガイドブック』を相次いで発表するなど、コミュニティビジネス志向の
事業型 NPO の育成・支援により積極的に取り組んでいる。

2-2

市民活動支援システムの制度的特性

自治体の市民活動支援に関わるこうしたスタンスの違いは、支援システムの制度的特性に
少なからず影響を及ぼしている可能性が示唆された。
第 1 類型の自治体 A では、2005 年、公募型プロポーザル方式のコンペを実施、ボランティ
ア活動支援のノウハウと地域社会の広範なネットワークへの高い期待から、社協に支援セン
ターの運営を委託することが決定された。支援センター事業のうち、ボランティア関連事業
の原資には、行政補助金、共同募金配分金、社協の自主財源が、他方、NPO 支援事業の原
資には、
行政委託金が充てられ、
支援センターの予算は 3 自治体の中で最も潤沢なものとなっ
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ている。
第 2 類型の自治体 B は、2005 年 10 月に創設した支援センターの管理・運営に、2006 年
度より指定管理者制度を導入、
「市民自らの手による市民活動支援」をモットーに、支援セ
ンター設立に関った市民らを中心に NPO 法人を立ち上げ、当該 NPO 法人が指定管理者と
して、ボランティア支援と NPO 支援の両方に携わることとなった。これにより、社協 VC
は発展的に解消、
『指針』で謳う「市民活動の一元的・包括的支援」と「中間支援 NPO に
よる市民活動支援」が実現した。支援センターの事業は、指定管理者が提案したボランティ
ア・NPO 支援事業の中から自治体の承認を得た指定事業と、社協からの委託事業の 2 タイ
プから構成され、指定管理者の任期は 3 年とした。支援センターの財源は概ね指定管理料で
あるが、一部のボランティア事業については、社協の委託金が充てられている。
第 3 類型の自治体 C では、2006 年に発表した『NPO 支援の今後の方向性について』の中
で、「NPO の手による NPO 支援」を強調、公募型プロポーザル方式により、NPO 支援の専
門性、NPO 固有のネットワークの担い手といった観点から、中間支援専門の NPO 法人に
支援センターの運営を委託することとした。支援センターの原資は行政委託金のみで、支援
センターの予算は、都内自治体が民営方式としている支援センターの中で最も少ない４。委
託期間については当該 3 自治体の中で最も短い 1 年とし、事業評価を毎月実施している。支
援事業に一定の成果が見られること、また、協働推進事業の一層の拡充化が求められること
から、支援センター予算は、年々少しずつではあるが増額傾向にある。

2-3

支援センターの運営実績と課題

3 自治体の支援センターの制度的特性の違いは、とりわけ、支援センターが実施する
NPO 事業のあり方と成果に少なからず影響を及ぼしている可能性が示唆された。
これらについて概略的にまとめたものを＜表 -4 ＞に記し、解説を加える。
3 類型の支援センターの市民活動支援事業は、
いずれも、
概ね以下の 6 タイプに分類される。
①市民活動の場や交流の場の提供
②市民活動に関する情報の収集・提供
③講座・イベント等による市民活動の普及・啓発
④相談事業
⑤協働推進事業
⑥助成事業
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＜表 -4 ＞支援センターの運営実績と課題
類型
典型事例
①

②

支援センター運営型

自治体 A
・ミーティングの場の提供
・パソコンルームの開放

自治体 B
・イベントの開催の場の提供
・機材の貸し出し

【目的】市民団体や個人への活動の場の【目的】・支援センターの活用促進
提供
・市民、市民団体の交流の場の提供

社協・支援センター
棲み分け型
自治体 C
・利用登録団体に対し会議室、印刷室、
メールボックスの貸し出し
【目的】・活動拠点の整備・提供

・広報誌、ホームページを活用した支 ・広報誌、ホームページを活用した市 ・広報誌、ホームページを活用した、
援センター事業の紹介
民活動の普及・啓発
自治体サイド・市民サイド双方の協働
・市民活動団体・生涯学習団体のガイ ・情報の収集・提供
企画に関する情報の発信
ドブックの作成
・自治体に拠点を置く登録 NPO の詳細
・自治体内で活動するボランティア団
情報の提供
体や NPO の紹介

支援センター事業のタイプ

【目的】
・支援センターの認知度を高め , 【目的】
・市民活動団体の情報を提供し、【目的】・個々の NPO の認知度、信用
ボランティア活動や NPO 活動参加へ 活動参加や団体間の交流促進に資する 度の向上に寄与し、協働実現に資する
のモティベーションを高める
・行政や NPO 双方から協働事業に関す
る情報を発信し、コーディネート・マッ
チングに資する
・ボランティア入門講座
・出前ボランティア講座
・NPO 法人設立・入門講座
③

・ボランティア活動・NPO 活動入門講座
・活動の担い手養成講座
・NPO 法人専門講座（年 1 回）
・施設におけるボランティア体験のサ
ポート
・協働を担う人材育成を目的とした研修

・NPO の多様なニーズに応じた講座の
開設
・年数回に分けたシリーズ形式の講座・
講演会
・団体運営をサポートする講座

事
/ 業の内容・目的

【目的】・ボランティア・NPO に関る基 【目的】・ボランティア・NPO に関する 【目的】・NPO、コミュニティビジネス
本的知識の習得
基本的知識の習得と人材の育成
の普及・啓発
・継続的な講座等啓発事業を実施し、
参加者、参加団体間の交流に資する
④

⑤

⑥

行政評価

課題

社協運営型

・ボランティア・NPO 活動に関る多様 ・ボランティア・NPO 活動などの、専 ・NPO に関する総合的な相談
な相談への対応（NPO 相談は年間 15 門的、個別的な相談対応（NPO に関る ・会計士、税理士等を起用した高度な
件程度）
相談件数は全体の 1 割未満）
専門相談
・アドバイザー派遣
・ボランティア連絡会の開催
・企業や地元団体の参加・協力、寄付
を募ることを目的とした、イベントの
実施

・支援センター、社協、市民活動団体
の協働によるまつりの開催
・NPO と行政の連絡会によるイベント
の開催（年 1 回）
・市民からの協働企画・提案の受付

・公共サービスの担い手の育成・支援、
コミュニティビジネス志向の NPO の
育成・支援
・優秀な公益事業を提案する NPO など
の採択・支援

【目的】・市民団体や市民の交流、ネッ 【目的】・行政と NPO の交流
トワークづくりの場の提供
・市民や団体間の交流の促進
・協働の推進

【目的】
・自治体が行うべき新たな事業、
既存事業の拡充を提案する NPO と自
治体との委託契約締結に寄与する

・公益性が高い市民活動団体に対する助
成 金 の 交 付（ 原 資 は、 寄 付 金、 会 費、
共同募金配分金、その他社協の自主財
源）

・地域課題解決に寄与する公益性の高
い事業の提案者に対する財政支援（原
資は、寄付金、協働パートナー基金、
自治体補助金など）

【目的】・財政基盤の弱いボランティア
団体や市民活動団体の活動支援

【目的】・公益性の高い市民活動団体の
自立的発展に寄与し、協働推進を図る

・社協の枠組みを超えた事業展開がで
きていない
・啓発事業の企画が発展性に乏しい
・テーマに対する事業企画が理念的で
具体性・実現性に乏しい
・事業が NPO 活動の急速な発展など今
日の社会情勢の変化に対応できていな
い
・法人格を持つ NPO は増加しつつある
が、自治体と NPO の協働事業は減少
傾向にある
・事業内容がボランティア支援に偏っ
ている

・支援センターと地域の福祉団体との
ネットワークに希薄傾向が見られる
・NPO 支援事業が自立的 NPO の育成
や自治体と NPO の協働実現に繋がら
ない
・幅広い市民活動の多様な支援ニーズ
に満遍なく対応するための支援技能が
確保できていない
・認証 NPO 法人数は堅調な増加傾向に
あるが、自治体と NPO との協働事業
は減少傾向にある

・福祉を越えた分野横断的な事業展開 ・ボランティア支援技能と NPO 支援技
をどう実現するか
能双方のレベルアップをどう図るか
・NPO の急増といった今日的状況にど
う対応していくか

・多様なレベルの NPO 相談に対応する
態勢を確立し、相談件数は急増してい
る
・自治体内に拠点を置く NPO の詳細情
報を周知し、認知度、信用度の向上に
貢献している
・認証 NPO 法人数、自治体と NPO と
の協働事業ともに堅調に増加している
・自治体サイド、NPO サイド双方から
の協働企画・提案を受発信し、コーディ
ネート・マッチングに寄与している
・市民のプロポーザルによる長期的・
継続的な講座・講演会を企画・実施し、
市民や団体間のネットワークづくり、
グループ作りに寄与している
NPO の自立的発展、コミュニティビジ
ネスの拡充化を図るため、NPO の個別
的・継続的支援態勢をどういったかた
ちで確立するか

※出所；各支援センターの『事業報告書』、行政、支援センター発行の各種文献、ヒアリング調査をもとに筆者作成
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第 1 類型の自治体 A の支援センター事業は、ボランティア活動に関連した事業の比率が
9 割を超え、市民の参加も活発で、相談件数も増加傾向にあるのに対し、NPO 事業は②と
③のタイプを中心として数も少なく、市民の参加、相談件数ともに伸び悩んでいる。また、
協働推進事業は、研修・啓発といった人材育成や、地元の企業や団体が参加・協力するイベ
ント形式の交流事業が中心で、自治体が標榜する「民間委託の推進」に直結した事業とは言
いがたい。この点については、
2007 度に実施された「支援センター運営団体選考会」でも、
「支
援事業の展開が社協の枠組みにとどまっている」
「啓発事業の企画が発展性に乏しい」
、
、
また、
「テーマに対する企画提案が創造性・実現性に乏しい」
「事業計画が理念的で具体性に乏しい」
、
といったことが指摘されている。実際、自治体では、法人格を持つ NPO は増加しているも
のの、自治体と NPO の協働事業数は逆に減少傾向にある。
第 2 類型にあたる自治体 B の支援センターでも、ボランティア活動に関連した事業が半
数以上を占め、市民の参加も活発で相談件数も増加傾向にあるのに対し、NPO を対象とし
た事業は①から③のタイプが中心で、数も少なく、市民の参加も芳しくない。また、NPO
に関る相談についても、相談件数全体の 1 割に満たない。協働推進事業も、年 1 回実施され
る協働の担い手育成講座、NPO と行政の情報交換・交流を目的とした年 1 回のイベントと、
市民による協働提案の受付業務のみであり、助成事業は実施していない。自治体では、認証
NPO 法人数は増加しているものの、自治体と NPO の協働事業は逆に減少している、
それに対し、第 3 類型にあたる自治体 C では、社協はボランティア支援に特化、支援セ
ンターは専ら、公共サービスを担う事業型 NPO、コミュニティビジネス志向の NPO を対
象とした事業を展開し、支援センター事業、社協 VC 事業のいずれでも市民の参加は活発で、
相談件数・コーディネート件数も堅調に増加している。支援センターでは、特に②と④の事
業を「売り」としており、②では、NPO 法人の登録制度、広報誌や IT を活用して、自治体
に拠点をおく NPO の認知度・信用度を高め、自治体や NPO 間のネットワークの形成、コー
ディネート・マッチングに寄与している。他方、④では、初歩的な相談から、会計士、税理
士を起用した専門相談に至るまで、幅広いニーズに対応できる態勢を整え、相談件数は着実
に増加している。また、⑤の事業では、自治体と NPO の委託契約締結の推進を見据え、優
秀な公益事業を提案する NPO の募集・採択に携わり、⑥では、地域課題の解決に寄与する
事業の提案者に対し、助成金の受給申請などのサポートを実施している。実際、自治体の
NPO 法人認証数は着実に増加し、自治体と NPO の協働事業も増加傾向にある。

Ⅴ

考察

ここまで、自治体の市民活動支援組織を 3 つに類型化し、それぞれの長所と短所について、
制度施策面、活動実績面の 2 つの観点から比較・検討を行ってきた。
最後に、以上の検討結果を踏まえ、今後の自治体による市民活動支援のあり方について、
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これまで十分に整理されて議論されてこなかった要素をいくつか取り上げて考察してみた
い。

1

一元的・包括的支援と多元的・専門的支援
自治体における NPO 活動やボランティア活動に対する支援システムは、概ね、①単一の

支援組織による一元的・包括的支援、②複数の支援組織による多元的・専門的支援の 2 タイ
プに分類されるが、実際には、
「社協運営型」や「支援センター運営型」に見られるように、
①のタイプが一般的である。このタイプでは、支援の担い手には、ボランティア活動や
NPO 活動の多様な支援ニーズに満遍なく対応することが求められるため、ともすれば、ボ
ランティア支援や NPO 支援それぞれのもつ特性が不明確になり、支援の専門性に配慮した
支援事業ができなくなる可能性が考えられる。実際、自治体 A の支援センターでは、ボラ
ンティア事業の比率が圧倒的に高い反面、NPO 事業は、数も少なく、内容的にも、自治体
との協働推進に直結する事業とは言いがたい。他方、自治体 B の支援センターでは、ボラ
ンティア事業と NPO 事業の比率に極端な差は認められないものの、全般的に、事業の企画・
目的が理念的で具体性に乏しいといったことが指摘され、とりわけ、NPO 事業は、マンネ
リ傾向が否めない。
いずれにしても、単一の支援組織によってボランティア活動や NPO 活動を一元的・包括
的に支援するシステムの場合には、担い手が何を得意分野とするかなどによって、支援の対
象や支援事業の内容に偏りが生じる可能性が指摘される。支援の担い手が余程のオールマイ
ティでもない限り生じうる一元的・包括的支援システムの孕むこうした問題について、渡戸
は、「総合支援型の限界」
〔東京ボランティア・市民活動センター 2003：11〕と説いている。
これに対し、②のタイプのひとつとして、
「支援センター・社協棲み分け型」が登場して
いる。支援センターと社協の 2 者がそれぞれの得意分野に従って支援の対象を棲み分けてい
ることから、一元的・包括的支援システムに比して、支援技能の多様性が確保しやすいといっ
たことが考えられる。実際、自治体 C の支援センターでは、支援事業の内容・目的ともに
具体的で、市民の参加も活発であることが指摘され、他方、社協 VC でも、毎年さまざまな
ボランティア事業が開発され、多くの市民が参加している。
自治体が①、
②どちらのタイプを選択するかについては、
本稿では論じることができなかっ
たが、それぞれの自治体の地域性や文化、住民の社会階層、自治体独自の政策判断といった
さまざまな要素との関連が推察される。

2

支援の担い手の専門性
支援の担い手に、NPO 支援やボランティア支援の専門性をどういったかたちで担保する

かは、支援システムが効果的に機能する上できわめて重要といえる。
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第 1 類型の「社協運営型」のように、社協が NPO 活動やボランティア活動を包括的に支
援する場合、有償活動を行う NPO の支援と、無償性を基本とする従来型のボランティア支
援では、求められる専門性が本質的に異なるとして、
「社協と支援センターの役割整理の必
要性」や「社協の NPO 支援能力の限界」といったことを説く議論が散見される。実際、自
治体 A の支援センターは、NPO を対象とした事業の比率が極端に低い上、事業内容も、法
人化支援事業や入門講座など啓発事業が中心で、市民の参加も少ない。また、NPO に関る
相談内容も、「NPO とは何か」
、
「法人設立について」といった初歩的なものが多く、相談件
数も全体の数パーセントにすぎない。
第 2 の類型である「支援センター運営型」の場合も、支援の担い手には、NPO 支援の専
門性とボランティア支援の専門性の両方が求められることになるため、中間支援専門の
NPO のもつ高度に専門的な NPO 支援技能と、社協と比肩できるボランティア支援技能の
双方をどういったかたちで確保するかが、支援センターのパフォーマンスを大きく左右する
と考えられる。自治体 B の支援センターの運営主体は、
「市民の手による市民活動支援」
をモッ
トーに行政主導で設立された NPO 法人であり、特定の専門分野をもっているというわけで
はない。実際、支援センターの協働推進事業は、行政も指摘するように、協働を担う NPO
の育成・支援、自治体との協働実現に直接的に寄与しているとは言いがたい。また、ボラン
ティア活動支援において指摘されている福祉団体とのネットワークの希薄化は、ボランティ
ア活動の振興に支障をきたす可能性も考えられる。
それに対して、第 3 の類型である「支援センター・社協棲み分け型」は、支援センターと
社協が得意分野にしたがって分業体制で市民活動の多様な支援ニーズに対応する、いわば、
「餅は餅屋」方式の支援システムであり、ボランティア支援、NPO 支援のそれぞれの専門性
や効果性を担保しやすいといったことが考えられる。実際、自治体 C の支援センターが実
施する NPO 事業は、内容・目的ともに具体的で、それぞれ参加者も多い。また、相談件数、
行政や NPO とのコーディネート・マッチング件数にも着実な増加傾向が見られる。他方、
社協 VC が実施するボランティア事業でも、市民の参加が活発で、相談件数・コーディネー
ト件数にも増加傾向が見られる。

3

支援の担い手のインセンティブ
しかし、たとえ、支援の担い手に専門性を担保する支援システムが構築されたとしても、

担い手が自らの専門性を存分に発揮することができる制度的環境が整備されなければ、効果
的な市民活動支援は期待できないことが考えられる。
ここで重要なのは、本稿では詳しくは踏み込まなかったが、担い手の事業成果の向上に向
けたインセンティブを如何に高めるかであろう。本研究の限りでは、担い手のインセンティ
ブを高める制度的枠組みとして、①自治体と担い手との協働のスパン、②事業評価制度のあ
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り方の重要性が把握された。自治体と担い手の協働が長期にわたる場合には、担い手の競争
意識が薄れて事業がマンネリ化することが考えられる。また、事業の成果が担い手の評価に
反映されるような制度的対応が確立されない場合には、担い手のインセンティブが低下し、
効果的な支援事業が期待できないことも考えられるからである。実際、自治体 C の支援セ
ンターでは、１年という短い委託期間の中で毎月事業評価を実施し、NPO との協働実現に
一定の成果が見られるとして、委託金は毎年増額されている。

おわりに
今後自治体では、NPO との協働を一層推進していくことが予想され、中間支援組織の重
要性はますます高まると考えられる。本研究では、NPO の増加傾向が著しい東京都内の都
市部の自治体が、法人化支援に止まらないより専門性の高い NPO 支援といった観点から公
設民営方式の支援センターを創設する動きに着目し、当該支援センターが行う NPO など市
民活動支援事業について、社協が従前より行ってきたボランティア支援事業との関連を踏ま
えながら、自治体の市民活動支援組織の類型化を行い、今後自治体による NPO 活動支援施
策とボランティア活動支援施策が、どのような条件の下に講じられることが望ましいかにつ
いて検討を行った。その結果、以下のことが示唆された。
第 1 は、支援の担い手の専門性の担保である。NPO 活動やボランティア活動の多様な支
援ニーズに効果的に応えるためには、NPO 支援、ボランティア支援のもつそれぞれの特性
に配慮し、担い手の専門性を担保する多元的・専門的支援システムについて積極的に検討さ
れる必要がある。
第 2 は、支援の担い手の事業成果の向上に向けたインセンティブを高める制度的施策であ
る。支援の担い手が自らの専門性を活かし質の高いサービスを提供するためには、自治体と
担い手の協働形態・期間はどうあるべきか、事業評価システムをどのようなかたちで確立す
べきかといった、担い手に事業運営について責任を持たせ、担い手のインセンティブを高め
る制度的対応について十分に検討する必要がある。
本稿は、今日の自治体の市民活動支援システムの現状と課題を明らかにし、今後自治
体による NPO 支援施策とボランティア支援施策がどのような条件の下に行われるべきかに
ついて一定の知見を得たと考える。しかし、より多くの自治体の多様な市民活動支援組織の
特性を踏まえ、一般的な内容について論述することを目的とするものではないため、事例の
選定も含め論述の内容も限定的なものとならざるをえなかった。また、公設公営、民設民営
など、他の設立パターンの支援組織については踏み込むことができなかった。以上の点につ
いては今後の課題としたい。
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＜付記＞

本稿は 2009 年度東洋大学大学院博士前期課程の学位論文を、加筆・修正し、再

構成したものである。

注
１

全国レベルで実施された代表的なものに、ボラントピア事業、市区町村ボランティアセンター
活動事業、ボランティア養成等事業などがある

２

東京都生活文化局 2010 年度資料『協働制度（支援センター）』参照のこと

３

足立区、江戸川区、葛飾区、北区、杉並区、墨田区、新宿区、世田谷区、中野区、練馬区、
調布市

４

2011 年度に実施した自治体 C の行政所管局担当者を対象としたヒアリング調査結果による
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A Study on Promotion of NPO and Volunteer
Activities
by Local Government:
Focusing on types of policies, measures and
implementation by the Tokyo municipalities
ISHII, Megumi
Abstract
The purpose of this thesis is as follows.
First, I explore the issues on local governments’policies and measures to promote the
activities of NPO which is strongly counted on to serve public services, taking into
consideration the traditional promotion measures of volunteer activities
Then, I consider what are most desirable conditions of institution or system to develop
not only NPO activities but volunteer activities.
.
In arguing these issues, this study sets its sight on the movement that the Tokyo
municipalities establish a NPO support center, as a separate organization from the social
welfare council, and then, they entrust a private sector (e. g. a NPO or a citizens' group)
to operate the center from the viewpoint of expertness and know-how. Next, I categorize
the municipalities' policies and measures, focusing on the relationship between the
services of the center and those of the council.
As a result, I found out that local governments' promotion policies and measures with
those different citizens' activities were divided into three major types.
Through the analyses, the following two aspects were suggested.
（1）It is important to give sufficient consideration to each service provider's expertise, in
the light of the peculiarities of promoting NPO activities and volunteer activities.
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（2）Moreover, it is also important that some institutional arrangements should be made in
order to help a service provider develop incentives to improve its performance.
Key Words; local government, promotion measures, NPO activities, service provider,
expertise, incentive
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